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聖隷浜松病院からのお知らせ

初診の方へ 紹介状をお持ちください
　紹介状及び予約が必要な診療科（紹介予約制）がありますので、事前にご確認く
ださい。なお、当院を受診される際に、他の医療機関からの紹介状をお持ちでない場
合は、初診に係る選定療養費として5,500円（税込）を別途負担いただいています。
原則としてかかりつけ医からご予約をお取りいただくようお願いいたします。患者さ
んから予約する場合は診療科・担当医をご確認のうえ、下記までご連絡ください。

　予約変更は、適切な診療提供に支障をきたすおそれがあります。やむを得ず予
約変更を希望する場合のみ、下記までご連絡ください。
● お手元に診察券・予約券等をご準備ください。
● 時間帯によってはお電話がつながりにくい場合があります。
● 変更の際は医師等に確認が必要なため、お時間や日数がかかります。

面会時間…月～金曜 14：00～20：00、土曜・日曜・祝日 10：00～20：00
● 院内感染予防の目的で、以下の症状がある方には、面会を遠慮いただいています。
　発熱／咳・痰／原因不明の発疹／嘔吐・下痢

▶ 地域医療連絡室（JUNC） ☎053-474-8801
　  （月～金曜 9：00～17：00、土曜 9：00～12：00／祝日を除く）

▶ 産科外来（直通） ☎053-474-3067
　  （月～金曜 14：00～16：45／祝日を除く）

▶ 外来受付センター　☎053-474-0100 （月～金曜 9：00～16：45）

再診の方へ 予約変更のご案内

　妊娠検査薬等で妊娠が確認できれば、紹介状は不要です。受診希望日の7日～
10日位前までに、下記までご連絡ください。

産科の受診をお考えの方へ

面会の方へ 現在、面会に制限があります。詳しくはホームページをご確認ください。

　駐車場の収容台数に限りがあり、大変混み合いますのでなるべく公共交通機関
（電車・バス）をご利用ください。

ご来院の方へ

聖隷浜松病院 検 索

原則、平日（月～金曜）8：30～17：00です。
● 緊急の場合は、この限りではありません。
● 医師の都合（外来診療や手術の延長等）により面談が上記時間外になる
　場合もありますが、ご了承ください。
● やむを得ない事情がある場合は、ご相談ください。

医師との面談時間について（ご協力のお願い）

私たちは利用してくださる方ひとりひとりのために最善を尽くすことに誇りをもつ病院理念
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私たちの窓は、いつもみなさまに開かれています
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おかげさまで開設60周年を迎
えました

隷浜松病院は1962年に8つの診療科、
114病床、職員50名でスタートし、60年の

時を経た現在、75の診療科、750病床、職員2,200
名の地域中核病院に成長しました。ことに最近20
年は、日本の医療形態が病院完結型から地域完結
型に変わったことに合わせて、救急医療や周産期
医療の充実、地域の医療機関が役割分担をしなが
ら治療にあたる“病診連携”の仕組みづくりを展開
してきました。また、「医療の質と安全」を追求して
2012年には医療の国際基準（Joint Commission 
International ,JCI）の認証を受けました。

の病診連携と国際基準JCIについて、こ
れまでの取り組みをご紹介します。

　地域完結型医療とは、一人の患者さんの医療を一つの病
院だけで行うのではなく、地域の異なる医療機関がそれぞ
れの役割分担をしながら共同で良質な医療を提供すると
いう概念です。当院は民間病院で全国2番目に開放型病院
の認可を受け、1997年から浜松医師会（現 浜松市医師会）
及び近隣の6医師会と開放型病床利用契約を締結し、医師
会の先生による当院の医療機器の利用や共同診療体制
（二人主治医制）を整えました。2004年には地域の医療機
関を支援する役割を担う
「地域医療支援病院」に承
認され、患者紹介・退院支
援・各種相談窓口を集約
した、「地域連携サービス
センター（現 患者支援セ
ンター）」を設置しました。

住み慣れた地域での生活を支える
「地域完結型医療」への転換

特 集

聖隷浜松病院
年の軌跡60

聖

こ
ロゴマークは、60周年(60th)の「th」と、With
（共に）の「th」を組み合わせ、人と人が寄り添
いあい、未来を見上げているさまを60周年の
数字に表現しました。60年という長く尊い歩
みと、みなさまと共に未来へ歩んでいく
“With”。これらの想いがロゴマークに込めら
れています。

1997~1997~1997~
1997　開放型病院の認可
2001　ICU･HCU病棟、救急外来を備えた救急センター開設
2004　地域医療支援病院に承認
2005　地域がん診療拠点病院の指定
2010　地域連携サービス部門の設置／救命救急センターの指定
2011　院内助産システムの開始
2015　第4期工事（C棟）完了／患者支援センターの開設
2018　災害拠点病院の指定
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特 集

　60年の歴史の中で幾多の困難を乗り越えて今があるのは、
地域のみなさまの温かいご支援と先人たちの努力のたまもの
です。今後は環境問題や人口問題など私たちを取り巻く環境は
さらに厳しくなるでしょう。そうした中でもデジタル技術の活用
など最新技術と知識で、当院の理念「わたしたちは利用してく
ださる方ひとりひとりのために最善を尽くすことに誇りをもつ」
を守り、地域の医療を担う新たな時を刻んでまいります。

今後に向けて

国際基準の安全で質の高い医療
　JCIは、世界中の病院を対象に認定審査を実施している非営
利団体で、国際基準に合った医療の安全と質を備えているか
どうかを審査します。当院は2012年、国内で5番目にJCI認証を
取得しました。（2021年 4度目の認証取得）
良質な医療を安全に提供することは病院に
とってなにより重要な使命です。JCI認証に
よって担保された医療の安全と質を継続し
て地域のみなさまに提供してまいります。

2012~2012~2012~
東邦大学（2007年卒）

産婦人科
長島  克
ナガシマ マサル

浜松医科大学（2010年卒）

呼吸器内科
勝又  峰生
カツマタ  ミネオ

長崎大学（2010年卒）

循環器科
後藤  雅之
ゴトウ マサユキ

藤田保健衛生大学（2010年卒）

小児科
平田  和裕
ヒラタ カズヒロ

浜松医科大学（2012年卒）

血液内科
高羽  理光
タカバ マサミツ

浜松医科大学（2012年卒）

循環器科
鈴木  利章
スズキ トシアキ

浜松医科大学（2014年卒）

耳鼻咽喉科
石田  航太郎
イシダ コウタロウ

聖マリアンナ医科大学（2014年卒）

形成外科
頌彦  尚
ウタサト ショウ

弘前大学（2014年卒）

眼形成眼窩外科
清水  英幸
シミズ  ヒデユキ

大分大学（2015年卒）

皮膚科
森下  ナオミ
モリシタ 

東邦大学（2016年卒）

産婦人科
安部  来美
アベ クルミ

滋賀医科大学（2017年卒）

泌尿器科
飯島  平祐
イイジマ ヘイスケ

新任医師紹介
今年も桜の花便りとともに
大勢の医師が着任しました

－広報委員会

表紙写真上：1962年3月 1号館完成（聖隷歴史資料館所蔵）
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2012　JCI、初の認証
2015　JCI、2回目の認証 
2017　ジャパンインターナショナルホスピタルズ（JIH）の推奨病院に認証
2018　JCI、3回目の認証
2019　Newsweek誌による「World's Best Hospitals 2019」トップ100に選出
2021　JCI、4回目の認証



浜松医科大学（2017年卒）

消化器内科
井田  雄也
イダ

新任医師紹介

臨床研修医（1年目）紹介

齋藤  拓也
タクヤサイトウ

神経内科

浜松医科大学（2013年卒）

大嶋  望
ノゾムオオシマ

新生児科

千葉大学（2016年卒）

※新型コロナウイルス感染対策状況により、
3月上旬時点で写真撮影ができていない医師
は、文字のみの紹介とさせていただきます。

287名（4月1日現在）
2022年4月の医師数

よろしくお願いします！

ユウヤ

浜松医科大学（2017年卒）

消化器内科
平野  雄一
ヒラノ ユウイチ

千葉大学（2018年卒）

呼吸器内科
荒野  貴大
アラノ タカヒロ

兵庫医科大学（2018年卒）

外科
惠畑  優
エバタ ユウ

福井大学（2018年卒）

膠原病リウマチ内科
米澤  春花
ヨネザワ ハルカ

秋田大学（2019年卒）

形成外科
小野  智洋
オノ トモヒロ

名古屋市立大学（2019年卒）

消化器内科
三宅  彩
ミヤケ アヤ

関西医科大学（2020年卒）

小児科
一瀨  礼華
イッセ アヤカ

浜松医科大学（2020年卒）

耳鼻咽喉科
井上  有美
イノウエ ユミ

金沢大学（2020年卒）

形成外科
岡嶋  梨央
オカジマ リオ

千葉大学（2020年卒）

呼吸器内科
齋藤  嵩彦
サイトウ タカヒコ

弘前大学（2020年卒）

心臓血管外科
塚田  友太
ツカダ ユウタ

金沢大学（2020年卒）

整形外科
東城  祐介
トウジョウ ユウスケ

獨協医科大学（2020年卒）

整形外科
富田  啓太
トミタ ケイタ

浜松医科大学（2020年卒）

総合診療内科
松浦  利奈
マツウラ リナ

徳竹  晴香
ハルカトクタケ

小児科

福井大学（2017年卒）

高柳  佑士
ユウジタカヤナギ

眼科

名古屋市立大学（2013年卒）

神戸  勝世
マサトカンベ

外科

浜松医科大学（2017年卒）

福田  萌
モエフクダ

外科

島根大学（2020年卒）

佐藤  史崇
 フミタカサトウ

脳神経外科

自治医科大学（2014年卒）

安藤  知秀
トモヒデアンドウ

総合診療科

岐阜大学（2022年卒）

栗山  和可子
ワカコクリヤマ

総合診療科

東京女子医科大学（2022年卒）

善光  みさと
ゼンコウ

総合診療科

昭和大学（2022年卒）

小野  豪洋
タケヒロオノ

総合診療科

東京医科歯科大学（2022年卒）

田内  雅士
マサシタウチ

総合診療科

福島県立医科大学（2022年卒）

鬼頭  尚也
ナオヤキトウ

総合診療科

神戸大学（2022年卒）

佐藤  稔久
トシヒササトウ

総合診療科

東北大学（2022年卒）

髙橋  雅
ミヤビタカハシ

総合診療科

産業医科大学（2022年卒）

鶴  雄斗
ユウトツル

総合診療科

横浜市立大学（2022年卒）

楢葉  駿
シュンナラハ

総合診療科

慶應義塾大学（2022年卒）

鳥羽  智美
トモミトバ

総合診療科

日本大学 （2022年卒）

道下  裕子
ユウコミチシタ

総合診療科

名古屋大学（2022年卒）

延澤  明日香
アスカノブサワ

総合診療科

東京医科大学（2022年卒）

中村  朱伽
アカナカムラ

総合診療科

北里大学（2022年卒）

山橋  弘靖
コウセイヤマハシ

総合診療科

九州大学（2022年卒）

◆ 今月の色：桜

キラキラ輝く暖かな春の日差し。
病室にも職員手作りの桜の花び
らが舞っています。みなさんのもと
にも春の訪れが届きますように…
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